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坂井市 芝政ワールド 0776-81-2110
事前予約をお願いします。ご来園当日のご予定等に
ついて確認させていただきます。

http://shibamasa.com/

坂井市 越前松島水族館 0776-81-2700
事前予約をお願いします。
なお、繁忙日には別の日をご提案させていただく場
合があります。

https://echizen-aquarium.com/

坂井市 東尋坊観光遊覧船 0776-81-3808
事前予約をお願いします。 波の状況により乗り場変
更があるため 当日運航確 認をお願いします。

http://www.toujinbou-yuransen.jp/

坂井市 丸岡城 https://maruoka-castle.jp/

坂井市 一筆啓上日本一短い手紙の館 http://www.tegami-museum.jp/

福井市 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 0776-41-7700 http://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/

福井市 一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 0776-41-2330 事前に電話かFAXでご連絡をお願いします。 http://www3.fctv.ne.jp/~asakura/20kengaku/fukugen.html

福井市 萬松山　大安禅寺 0776-59-1014
事前予約をお願いします。
拝観・法務の状況によりご案内できない場所がある
場合があります。

https://daianzenji.jp/index.php?c=4

福井市 福井県立歴史博物館 0776-22-4675 https://www.pref.fukui.lg.jp/muse/Cul-Hist/

福井市 福井県立美術館 0776-25-0452 http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/bunka1.html

大野市 越前大野城 0779-64-4817 https://onocastle.net/

大野市 COCONOアートプレイス 0779-64-4848 https://www.cocono-art.jp/

大野市 大野市歴史博物館 0779-65-5520 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/hakubutsukan/rekihaku-1.html

大野市 大野市民俗資料館 0779-66-0238 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/minzokushiryoukan/minzokusiryoukan.html

大野市 本願清水イトヨの里 0779-65-5104 http://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/itoyonosato/

大野市 武家屋敷旧内山家旧内山家 0779-65-6122 https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=23

大野市 武家屋敷旧内山家旧田村家 0779-65-6212 https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=455

大野市 和泉郷土資料館 0779-78-2845 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/kyoudoshiryoukan/kyoudosiryoukan.html

大野市 笛資料館 0779-78-2041 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/huesiryoukan/fuesiryoukan.html

越前市 越前和紙の里 0778-42-1363 事前予約をお願いします。 https://www.echizenwashi.jp/

越前市 越前そばの里 0778-21-0272
工場見学・そば打ち体験の下見ができます。※必ず
事前予約をお願いします。年間先着10件まで。（担
当：直売部　出村）

https://www.echizensoba.co.jp/

越前町 福井県陶芸館 0778-32-2174
・必ず事前にご連絡いただき、アポイントをお取りの
上ご来館ください。（担当：菅沼(ｽｶﾞﾇﾏ)）
・資料館や館内施設の見学、視察に限ります。

https://www.tougeikan.jp/

越前町 越前がにミュージアム 0778-37-2626 事前予約をお願いします。 https://www.echizenkk.jp/kanimuseum

越前町 福井総合植物園プラントピア 0778-34-1120 事前予約をお願いします。 https://fukui-bot.jp/

南越前町 北前船主の館　右近家 0778-48-2196 事前予約をお願いします。 https://www.minamiechizen.com/spot/3059/

敦賀市 人道の港敦賀ムゼウム 0770-37-1035
説明、打合せ等を希望される場合は、事前にご予約
ください。

https://tsuruga-museum.jp/

美浜町 若狭国吉城歴史資料館 0770-32-0050
・事前予約をお願いします。(来館希望日の１ヶ月
前、最低でも2週間前までに)

https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/30/3546.html

美浜町
若狭町

レインボーライン山頂公園 0770-45-2678

・電話またはＦＡＸにて事前にご連絡をお願いしま
す。
・繁忙日には、別の日をご提案させていただく場合
があります。

http://www.mikatagoko.com/

事前予約をお願いします。

福井県内観光施設等ご招待施設一覧（令和７年３月３１日有効期限のものをお持ちの方）

事前にホームページにて休館日・営業時間等をご確認ください。
事前予約等が必要な場合もございますので、「条件等」を必ずご確認ください。

0776-66-0303
事前予約必須ではありませんが、事前にご連絡いた
だけるとスムーズにご入場いただけます。
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若狭町 年縞博物館 0770-45-0456
ナビゲーターによる案内が必要な場合は、事前予約
をお願いします。

http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/

若狭町 若狭三方縄文博物館 0770-45-2270
事前予約をいただけると、担当者が詳しくご案内さ
せていただきます。

https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/wakasamikatajomonhakubutsukan/index.html

小浜市 若狭歴史博物館 0770-56-0525 http://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/

小浜市
蘇洞門めぐり遊覧船
（若狭フィッシャーマンズ・ワーフ）

0770-52-3111

・事前のご予約は承っておりません。
・海上状況により、コース変更や欠航の可能性があ
ります。
・満席や予約団体貸切り等により乗船いただけない
場合があります。
・日によって運航時間が変わる場合があります。
・当日の運航状況は弊社ホームページにてご確認く
ださい。

https://www.wakasa-fishermans.com/sotomo

小浜市 明通寺 0770-57-1355 https://myotsuji.jimdofree.com/

小浜市 神宮寺 0770-56-1911 事前に電話連絡をお願いします。 https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/jisha-shiseki/84.html

おおい町 おおい町暦会館 0770-67-2876 事前に電話連絡をお願いします。 https://ooi-koyomi.info/

おおい町 若州一滴文庫 0770-77-2445
事前予約をいただけますと、館内の案内や教育関
連事業説明（ワークショップや探究学習項目）をス
ムーズに進めることができます。

https://itteki.jp/
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坂井市 芝政ワールド 0776-81-2110
事前予約をお願いします。ご来園当日のご予定等に
ついて確認させていただきます。

http://shibamasa.com/

坂井市 越前松島水族館 0776-81-2700
事前予約をお願いします。
なお、繁忙日には別の日をご提案させていただく場
合があります。

https://echizen-aquarium.com/

坂井市 東尋坊観光遊覧船 0776-81-3808
事前予約をお願いします。
波の状況により乗り場変更があるため 当日運航確
認をお願いします。

http://www.toujinbou-yuransen.jp/

坂井市 丸岡城 https://maruoka-castle.jp/

坂井市 一筆啓上日本一短い手紙の館 http://www.tegami-museum.jp/

福井市 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 0776-41-7700 http://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/

福井市 一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 0776-41-2330 http://www3.fctv.ne.jp/~asakura/20kengaku/fukugen.html

福井市 萬松山　大安禅寺 0776-59-1014 事前予約をお願いします。 https://daianzenji.jp/index.php?c=4

福井市 福井県立歴史博物館 0776-22-4675 https://www.pref.fukui.lg.jp/muse/Cul-Hist/

福井市 福井県立美術館 0776-25-0452 http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/bunka1.html

大野市 越前大野城 0779-64-4817 https://onocastle.net/

大野市 COCONOアートプレイス 0779-64-4848 https://www.cocono-art.jp/

大野市 大野市歴史博物館 0779-65-5520 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/hakubutsukan/rekihaku-1.html

大野市 大野市民俗資料館 0779-66-0238 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/minzokushiryoukan/minzokusiryoukan.html

大野市 本願清水イトヨの里 0779-65-5104 http://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/itoyonosato/

大野市 武家屋敷旧内山家旧内山家 0779-65-6122 https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=23

大野市 武家屋敷旧内山家旧田村家 0779-65-6212 https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=455

大野市 和泉郷土資料館 0779-78-2845 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/kyoudoshiryoukan/kyoudosiryoukan.html

大野市 笛資料館 0779-78-2041 https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/huesiryoukan/fuesiryoukan.html

事前予約必須ではありませんが、事前にご連絡いた
だけるとスムーズにご入場いただけます。

事前にホームページにて休館日・営業時間等をご確認ください。
事前予約等が必要な場合もございますので、「条件等」を必ずご確認ください。

0776-66-0303

事前予約をお願いします。

福井県内観光施設等ご招待施設一覧（令和６年３月３１日有効期限のものをお持ちの方）

http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/wakasamikatajomonhakubutsukan/index.html
http://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/
https://www.wakasa-fishermans.com/sotomo
https://myotsuji.jimdofree.com/
https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/jisha-shiseki/84.html
https://ooi-koyomi.info/
https://itteki.jp/
http://shibamasa.com/
https://echizen-aquarium.com/
http://www.toujinbou-yuransen.jp/
https://maruoka-castle.jp/
http://www.tegami-museum.jp/
http://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/
http://www3.fctv.ne.jp/~asakura/20kengaku/fukugen.html
https://daianzenji.jp/index.php?c=4
https://www.pref.fukui.lg.jp/muse/Cul-Hist/
http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/bunka1.html
https://onocastle.net/
https://www.cocono-art.jp/
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/hakubutsukan/rekihaku-1.html
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/shisetsu/minzokushiryoukan/minzokusiryoukan.html
http://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/itoyonosato/
https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=23
https://www.ono-kankou.jp/tourism/detail.php?cd=455
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/kyoudoshiryoukan/kyoudosiryoukan.html
https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/hakubutsukan/kanko/huesiryoukan/fuesiryoukan.html


越前市 越前和紙の里 0778-42-1363
事前に電話連絡をお願いします。（招待券をお持ち
であっても、事前にご連絡がない場合には、お断りさ
せていただきます。）

https://www.echizenwashi.jp/

越前市 越前そばの里 0778-21-0272
工場見学・そば打ち体験の下見ができます。※必ず
事前予約をお願いします。年間先着10件まで。（担
当：営業部　出村）

https://www.echizensoba.co.jp/

越前町 福井県陶芸館 0778-32-2174
・必ず事前にご連絡いただき、アポイントをお取りの
上ご来館ください。（担当：菅沼(ｽｶﾞﾇﾏ)）
・資料館や館内施設の見学、視察に限ります。

https://www.tougeikan.jp/

越前町 越前がにミュージアム 0778-37-2626 事前予約をお願いします。 https://www.echizenkk.jp/kanimuseum

越前町 福井総合植物園プラントピア 0778-34-1120 事前予約をお願いします。 https://fukui-bot.jp/

南越前町 北前船主の館　右近家 0778-48-2196 https://www.minamiechizen.com/spot/3059/

敦賀市 人道の港敦賀ムゼウム 0770-37-1035
説明、打合せ等を希望される場合は、事前にご予約
ください。

https://tsuruga-museum.jp/

美浜町 若狭国吉城歴史資料館 0770-32-0050

・案内が必要な場合は、事前（遅くても10日前まで）
に来館日時をお知らせください。案内が不要な場合
は、ご自由にご見学ください。（事前予約不要）
・城跡を含めての見学の場合は、動きやすい格好と
トレッキングシューズ等の服装でお越しください。

https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/30/3546.html

美浜町
若狭町

レインボーライン山頂公園 0770-45-2678
通行料が発生するため、事前に電話・FAX等でご連
絡ください。

http://www.mikatagoko.com/

若狭町 年縞博物館 0770-45-0456
ナビゲーターによる案内が必要な場合は、事前予約
が必要です。

http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/

若狭町 若狭三方縄文博物館 0770-45-2270
事前予約をいただけると、担当者が詳しくご案内さ
せていただきます。

https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/wakasamikatajomonhakubutsukan/index.html

小浜市 若狭歴史博物館 0770-56-0525 http://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/

小浜市
蘇洞門めぐり遊覧船
（若狭フィッシャーマンズ・ワーフ）

0770-52-3111

・事前にFAXまたは電話によるご連絡をお願いしま
す。（必須）
・海上等の状況により、ご希望のコースがご覧いた
だけない、あるいは欠航の可能性があります。
・ご希望される日時の便において、満席や予約団体
様貸切等でご乗船いただけない場合があります。

https://www.wakasa-fishermans.com/sotomo

小浜市 明通寺 0770-57-1355 https://myotsuji.jimdofree.com/

小浜市 神宮寺 0770-56-1911 事前に電話連絡をお願いします。 https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/jisha-shiseki/84.html

おおい町 おおい町暦会館 0770-67-2876 事前に電話連絡をお願いします。 https://ooi-koyomi.info/

おおい町 若州一滴文庫 0770-77-2445
できるだけ事前予約をお願いします。（学芸員が館
内を案内します。）

https://itteki.jp/
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